InfiniiVision 7000B
クイック・デモ・ガイド

最高の信号表示機能
大画面
高速

高性能

クラス最大のディスプレイ
最高速の波形更新レートを備え、
信号の詳細な波形まで表示可能。
発生頻度の少ないイベントの捕捉
高度な測定アプリケーションと
ハードウェア・アクセラレーショ
ンによるデバッグの高速化

デモ・ボードとの接続
1. デ モ・ ボ ー ド (N2918A) と オ シ ロ ス
コープのロジック入力（リア・パネル）
を MSO リボン・ケーブルで接続しま
す。
2. チャネル 1 のプローブを CH1 テスト・
ポイントに、チャネル 2 のプローブを
CH2 テスト・ポイントに接続します。

ハードウェア・ベースのマスク・テスト
によるグリッチの捕捉
1. チャネル 1 の波形の周囲に合否判定マス
クを作成します。
a. チャネル 2 をオフにします（channel-2
キーを 2 度押します）。
b. [Analyze] を押し、“機能 マスク”を 2
度押して、マスク・テスト・メニュー
をオンにします。
c.“自動マスク”を押し、“作成マスク”
を押します。

グリッチでのトリガと特性評価
1. オシロスコープのミックスド・シグナ
ル・パターン・トリガを使用してグリッ
チを捕捉します。
a. [Auto Scale] を押します。
b. [Digital] を押し、
“バス”を押します。
c.“バス－バス 1”を 2 度押して、バス
表示モードをオンにします。
d. [Trigger] を押します。
e.“トリガエッジ”を押し、
“パターン”
トリガ・モードを選択します。
f. “チャネル”,“パターン”,“桁”,“16
進”等のソフトキーを使用して、バ
ス 1 (D7-D0) が 16 進数値で X5HEX の
ときに、チャネル 1 の立ち上がりエッ
ジでトリガするようにオシロスコー
プを設定します。図 3 のようなトリガ・
パターンが表示されるはずです。

高速波形更新レートによる発生頻度の
少ないグリッチの検出
1. デモ・ボードのモード・スイッチを "2"
（データとグリッチ信号）に設定します。
図 2. InfiniiVision オシロスコープは、オシロスコープ業界
2. [Default Setup] を押し、[Auto Scale]
唯一のハードウェア・ベースのマスク・テスト機能を備え、
最高 100,000 波形 /s で合否判定が行えます。
を押します。
3. 水平軸タイムベースを 100.0 ns/div に
設定します。
4. Waveform Intensity を 100% に設定し 2. 不合格の場合にテストを停止する設定に
します。
ます。
a. [      ] フロントパネル・キー（電源ス
5. 図 1のようにグリッチが見えるはずです。
イッチの上）を押します。
b.“セットアップ”を押し、“エラー時ス
トップ”を 2 度押します。
3. 図 2 のようなグリッチ波形が表示される
はずです。

図 1. 100,000 波形 /s の更新レートを備えた InfiniiVision オ
シロスコープは、他のオシロスコープでは見逃してしまう発
生頻度の少ないイベントも捕捉できます。

図 3. Agilent の InfiniiVision シリーズ MSO は、オシロス
コープ業界で最も包括的なミックスド・シグナル・トリガ機
能を備えています

2. オシロスコープの自動パラメトリック
測定機能を使用して、グリッチの特性
を評価します
a. [     ] フロントパネル・キーを押します。
b. ズーム・タイムベースを 20.0 ns/div
に設定します。
c. [Meas] を押します。
d.“測定クリア”を押し、“クリア全て”
を押します。
e.“選択”を押して、測定対象“p-p”,“立
ち下がり時間”,“立ち上がり時間”,
“正パルス幅”を選択します。

シリアル・バスのハードウェア・
デコード／トリガ

シリアル・バスのサーチ／
ナビゲーション

セグメント・メモリによる、より多く
のシリアル・データの捕捉

1. エラー・フレームを手動／目視で検出し、 1. 初期設定（前のデモからの続き）。
1. 初期設定
a. 水平遅延ノブを押し込んで、トリガ・
このエラーを引き起こした波形パケット
a. デ モ・ ボ ー ド の モ ー ド・ ス イ ッ チ を
イベントの位置をセンタ・スクリーン
を拡大表示します。
"8" (CAN) に設定します。
に戻します。
a. リストをスクロールしながら、エラー
b. [Default Setup] を押します。
b. [Run/Stop] を押して、繰り返し捕捉
が含まれているフレーム／パケットを
c. チャネル 1 を 1.0 V/div に設定します。
を再び開始します。
選択します。
d. [Trigger Level] ノブを押し込んで、レ
c. タイムベースを 100.0 µs/div に設定し
b. 選択ノブを押し込むか、“拡大選択”
ベルを 50 ％に設定します。
ます。
を押します。
e. [Waveform Intensity] ノブを押し込ん
2.
ID
= XXF の連続して発生する 500 個の
で、輝度を 50 ％に設定します。
2. デコード・リスト内のエラー・フレーム
データ・フレームを捕捉します。
の全てを自動的に検出して「マーキング」
2. CAN プロトコル・デコードをオンにし
a. [Acquire] を押し、“セグメント”を押
します。
ます。
します。
a. [Search] を押します。
a. [Serial] を押し、CAN デコード・モー
b.“セグメント数”を押して、500 個の
ドを選択します。
b.“検索対象”を押し、検索条件として“エ
セグメントの捕捉を選択します。
ラー・フレーム”を選択します。
3. ID ＝ XXF のデータ・フレームでトリガ
c.“セグメント”を押して、セグメント・
をかけます。
3.「マークされた」エラー・フレームに自
メモリによる捕捉を開始します。
3. 捕捉した 500 個すべてのセグメントを再
a. [Trigger] を押し、トリガ＝ CAN を選
動的に移動します。
表示します。
択します。
a.        および       ナビゲーション・キー
a.“現セグメント”を押し、選択ノブを
b. トリガ :SOF を押し、データフレーム
をを押します（図 6 参照）。
回します。Segment #500 のタイム・
ID (~RTR) を CAN トリガ・モードと
タグに注目してください（図 7 参照）。
して選択します。
約 10 秒もの長い現象を捕捉できてい
c. ビットを押します。
ることがわかります。（図 7 ではトリ
d.“16 進”を押し て、ID ＝ XXF で の ト
ガ開始後、9.5 秒に 500 個目のトリガ
リガを選択します。
条件が発生しています。）
e. 図 4 のような結果が得られるはずです。

図 6. InfiniiVision 7000B の自動サーチ／ナビゲーション
機能を使用すれば、特定のシリアル通信イベントを簡単に
検出できます。

図 4. デコード・トレースの "ERR" エラー・メッセージが赤く
点滅しています。 InfiniiVision オシロスコープは、業界唯一
のハードウェア・デコード機能を備え、他のオシロスコープで
は見逃してしまう発生頻度の少ないシリアル通信エラーも捕
捉できます。

4. リスト表示をオンにします。
a. タイムベースを 200.0 ms/div に設定し、
[Single] を押して、800 個を超える連続
CAN フレームを捕捉します。
b. [Serial] を押します。
c. Lister を押し、“Lister 表示”を押して
オンにします。
d. 選択ノブを使用して、キャプチャ・デー
タをスクロールします（図 5 参照）。

図 7. セグメント・メモリによる捕捉では、有効な入力信号
だけを捕捉できるので、貴重な捕捉メモリを有効に活用でき
ます。これは、レーザ・パルスなどの低デューティ・サイク
ルの信号やシリアル・データ・パケットに対して特に有用です。
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図 5. デコード・リストをスクロールすると、ディスプレイ
の下半分の波形がダイレクトに時間相関表示されることが
分かります。
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